
折り込んである「マイナポイント特集」「草加市立病院」は、抜いて読んでください。

母子健康手帳は
保健センターのみで交付
母子健康手帳は
保健センターのみで交付

４月１日（水）から
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妊娠期から子育て期までの安心をサポート
（草加市子育て世代包括支援センター）

全ての妊婦さんへ助産師・保健師等がお会いし、
必要なサービスの案内などを行います

にんしん出産相談室ぽかぽか

「にんしん出産相談室ぽかぽか」では何ができるの？

●市では、妊娠期から安心して過ごせるよう、妊娠・出産・
子育ての疑問や不安を相談できる場所「にんしん出産相
談室ぽかぽか」を保健センター内に開設します。
●４月から、母子健康手帳の交付・再交付、妊婦健康診査
助成券の交付は、「にんしん出産相談室 ぽかぽか」の１か
所のみとなります。
●交付時には面談を行い、状況に応じた支援を行います。

●母子健康手帳、
妊婦健康診査助成
券の交付

●助産師等との
面談や電話での
相談

●母子保健・子
育て支援サービ
スの情報提供

●赤ちゃんの
身長・体重の
計測

３月、保健センター内に開設

中央1-5-22
(保健センター内）
☎922-0204(ぽかぽか専用)
☎922-0200（保健センター）
午前8時30分～午後5時
（土・日曜日、祝日を除く）

所在地

電　話

受付時間

問保健センター ☎922-0200 5922-1516

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
編集・発行　草加市市長室広報課

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページSOKA ☎048-933-9500

☎048-928-9211

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1～4丁目
松原団地見守りネットワーク・・・

シルバー人材センター・・・・・・・・・
その他の地域

No.1244

令和 　 年（2020年）

日号20

☎048-922-0151（代）
5048-922-30912

月2



■1月の放射線量等　○大気中放射線量（単位：マイクロシーベルト／時）最大値0.08／最小値0.07（市役所前）

　肺炎を引き起こす新型コロナウイルスは、患者が中国や日本以外
にもアジア、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなどで確認さ
れており、さらなる感染の広がりが懸念されています。
　日本国内においても、一人ひとりの予防対策（右記参照）が大変
重要となっています。冷静な対応をお願いします。
　なお、最新情報は厚生労働省ホームページの報道発表資料をご確
認ください。
◆感染の心配があったら相談窓口へ
　厚生労働省や県等で、新型コロナウイルス関連の電話相談窓口を
開設しています。また、医療機関を受診する際は、あらかじめ電話
連絡し、医療機関の指示に従ってください。
【相談窓口】
・厚生労働省コールセンター☎0120-565653
　　平日、土・日曜日、祝日　【午前9時～午後9時】
・草加保健所☎925-1551Ü925-1554
　　平日　【午前8時30分～午後5時15分】
・埼玉県保健医療政策課☎048-830-3557Ü048-830-4808
　　土・日曜日　【午前8時30分～午後5時15分】

◆感染の心配があったら相談窓口へ

☎

☎ Ü

☎ Ü

◆一人ひとりができる予防対策…「手洗い」と「咳エチケット」
　新型コロナウイルスの感染経路については、飛沫感染と接触感染
の2つが考えられ、季節性インフルエンザ等と同様の予防対策が有
効とされています。普段からの健康管理と手洗いを徹底するととも
に、他の人にうつさないためにも咳エチケットを行いましょう。

◆一人ひとりができる予防対策…「手洗い」と「咳エチケット」

　4月1日㈬から、公共下水道事業特別会計を地方公営企業法に基
づく地方公営企業会計に移行します。
　官庁会計から地方公営企業会計へ移行することにより、財政状態
や経営状況の更なる明確化を図ります。なお、現在の下水道使用料
の支払い方法や支払期日に変更はありません。

　1月31日、アコスホールで市政や地域の振興、公共の福祉などに
貢献した人や団体を顕彰する市政功労者表彰式が行われました。表
彰を受けた個人・団体は次のとおり（敬称略）。
【副市長】中村卓　【公平委員会委員】木村博行　【上下水道事業
運営審議会委員】髙木彌生、塩田尚樹　【町会長】入江信夫、三橋
清、野田克己、戸塚久雄　【観光協会会長】糸井守　【環境美化】
橋本喬　【防犯活動】中里三男、岡部武好、飯田三千代、小杉習、
サンキョー㈱SAP草加店　【青少年活動】髙　恭子　【スポーツ推
進委員】佐久間郁男、秋元和彦　【医療活動】名倉徹、平田大介、
加藤貴紀、近藤威史、福田克彦、和知学、山﨑あすか　【民生委員
・児童委員】長堀芳枝、中里泰子、根津久子、髙橋和子、川﨑靜子、
石関貞子、関根玲子、中村和子、濵野勝美、加藤雅子、天間春雄、
本多惠子、阿部富江、加藤武治、廣瀨泰則　【食生活改善推進員】
竹内喜美子、大鳥頼子、神田惠子、蓑島美智代　【消防団員】関一
幸、星野慶治、浅井康博、小櫃洋一、滝下裕樹、小西心太郎、豊田
裕之　【私財の寄附】宮地陶博、株竹孝子、草加・八潮遊技業組合
　【統計調査】岩田芳子、鴨志田登久子

　令和元年中の草加八潮消防局草加管内の火
災発生件数は53件で、火災による死者は2人、
負傷者は12人です。住宅火災による死傷者
を出さないため、住宅用火災警報器の点検を
行い、作動状況を確認しましょう。
【5つの重点目標】
①住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器
の設置及び維持管理）

②放火火災防止対策の推進
③特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
④製品火災の発生防止に向けた取り組みの推進
⑤多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

【5つの重点目標】 　市議会2月定例会が2月19日㈬
に開会されました。市長提出議案
は25議案。主な議案は次のとおり。

○草加市下水道条例の一部を改正する条例の制定について…公共下
水道事業の円滑な運営と市民サービスの向上を図るため、公共下水
道を損傷したり機能を阻害する恐れがあるものを流すことを禁止す
るとともに、排水設備の基準の見直し等を行うものです。
○草加市の選挙公営に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて…公職選挙法の一部改正を受けて、市議会議員選挙の候補者が
選挙運動に使用するビラを作成する場合の公費負担を定めるもので
す。
○草加市開発・建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制
定について…建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の
一部改正に伴い、建築物の省エネ性能などに関する各種申請の審査
手数料の追加等を行うものです。
○令和2年度草加市一般会計予算等…第四次草加市総合振興計画基
本構想第二期基本計画の重点テーマ（①持続可能性の向上②ブラン
ド力の向上③コミュニティ力の向上）に係る取り組みを実施するこ
とを目的に令和2年度予算を計上するものです。
○令和元年度草加市一般会計補正予算（第7号）

　10～12月分の市長交
際費、議長交際費など全
ての交際費を公開。項目
は、支出年月日・目的・
相手方（病気見舞いは除

く）・金額の4項目。公開は3か月ごとに行い、市ホームページと
市役所情報コーナーで閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
　市長…19件・10万2200円　議長…11件・5万6700円　教育委員会
…6件・2万2500円　農業委員会…2件・9000円
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会の支出はありませんでした。

せき

マスクを
着用する
（口・鼻を覆う）（口・鼻を覆う）

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらで
よくこすりつけます。

手の甲を伸ばすように
こすります。

指先・爪の間を
念入りにこすります。

指の間を洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かします。

親指と手のひらを
ねじり洗います。

手首も忘れずに
洗います。

手洗い　じっくり　30秒
① ② ③

④ ⑤ ⑥

咳エチケット
せき

ティッシュや
ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で
口・鼻を
覆う

おお

マスクがない時 とっさの時

新型コロナウイルス感染症
冷静な拡大防止対策を

問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516Ü

4月1日㈬から公共下水道事業特別会計が
地方公営企業会計へ移行
問下水道課☎922-2286Ü922-3244
　河 川 課☎922-2172Ü922-2124

Ü

Ü

市政功労者表彰54人・2団体を表彰
問みんなでまちづくり課☎922-0796Ü922-3406Ü

市議会  2月定例会

春季全国火災予防運動
問草加八潮消防局予防課☎996-0660Ü997-1300Ü

【ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心】
３/１㈰～７㈯

2月19日㈬に開会

交際費の執行状況を公開
問庶務課☎922-0954Ü922-3091Ü

10～12月

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年2月20号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値20.0／最小値0.0（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　各案は各担当課、市役所情報コーナーで閲覧できます。また、案
の概要と意見書は閲覧場所のほか、サービスセンター、公民館等の
公共施設、市ホームページからも入手できます。
①草加市地域福祉リンクプラン
　地域福祉の推進に関する具体的な取り組みをまとめた「草加市地
域福祉リンクプラン」の案を策定しました。この案について意見を
募集します。意見は、3月23日㈪までに〒340-8550福祉政策課へ
（ファクス、メールでも可）。問福祉政策課☎922-1234Ü922-1066
fukushiseisaku@city.soka.saitama.jp
②草加市人権尊重都市宣言
　差別や偏見などによる人権侵害のない社会の実現を目指し、人権
施策の推進をさらに図るため制定する「草加市人権尊重都市宣言」
の案を策定しました。この案について意見を募集します。意見は、
3月23日㈪までに〒340-8550人権共生課へ（ファクス、メールでも
可）。問人権共生課☎922-0825Ü927-4955 jinken-kyosei@city.so
ka.saitama.jp

☎ Ü



☎ Ü 

　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに、安心して医
療が受けられるように、加入者全員で国民健康保険税（国保税）を
負担し、お互いに支え合う制度です。
　この大切な国保の財政は、高齢化社会の進展や医療の高度化等に
よって一人当たりの医療費が増え続ける一方で、加入者の減少で収
入額が減り続けており、毎年赤字が発生しています。
　このような厳しい財政状況の中、現在から未来まで安定した国保
運営を続けられるよう、令和2年度から下表のとおり国保税を改定
します。加入者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

【国保税には軽減制度があります】
　軽減の判定を行うには、収入の有無に関する申告が必要です。
　収入が無い人や、障害年金・遺族年金などの非課税所得のみの人
も市民税・県民税の申告をしてください。
　なお、65歳以上で前年度未申告の人には、2月20日㈭に申告用紙
と案内を発送します。

【国保税には軽減制度があります】

　市長は、市議会12月定例会で議会の同意
を得て、教育委員会委員に小澤尚久氏を再
任しました。任期は令和2年1月1日から同5
年12月31日まで。
　昭和58年埼玉大学教育学部卒業。同年浦和市立高砂小学校教諭
に就任、平成14年さいたま市教育委員会学校教育部指導2課主任指
導主事。同17年おおとり学園理事長、谷塚おざわ幼稚園園長、同
22年草加市私立幼稚園協会会長に就任。同24年から市教育委員会
委員に就任。同26年公益社団法人全埼玉私立幼稚園連合会常任理
事に就任、同30年同連合会副会長に就任。同30年全日本私立幼稚
園連合会理事に就任、現在に至る。59歳

■応募資格・条件
　①まちづくり活動の登録を行っているまちづくり団体や事業者

（3人以上で組織され、主たる構成員が市民）であること。
　②草加市を舞台に快適都市を目指す非営利のまちづくり活動（住

み良いまちづくりを目的とした住民のまちづくり活動、環境・
子育て・高齢者・生涯学習・国際化・安全などのテーマで、市
民に直接働きかける活動、まちづくり活動団体を支援する活動
など）であること。

　③実施事業が他の助成金等と重複しないこと。
■審査方法　公開プレゼンテーション・審査会
■助成期間　4月1日～令和3年3月31日
■応募方法　事前相談の後、応募用紙を同センターへ（応募要項、

用紙等は市ホームページからも入手可）。
・事前相談（要予約）と用紙配布　3月2日㈪～4月10日㈮
・応募期間　4月1日㈬～10日㈮

■部門・助成額

応援基金説明会
　ふるさとまちづくり応援基金について応募資格・条件などの説明
と基金活用団体の事例発表を行います。
■日時　3月11日㈬午後6時～7時
■会場　市民活動センター　■定員　30人
まちづくり講座
　市民活動のための講座。
■日時　3月11日㈬午後7時～8時
■会場　市民活動センター　■定員　30人
■講師　NPOくまがや理事　小林真氏
ωいずれも2月21日㈮から同センターへ。

■日時　3月15日㈰午後1時30分～4時30分
■会場　高砂小　■定員　100人
■内容　市内地域活動等の事例発表とパネルディスカッション、コ

ミュニティプランの策定を進めている谷塚中央地区、新田
西部地区の取り組み成果の発表

■コーディネーター　東京大学まちづくり研究室教授　小泉秀樹氏
ω3月6日㈮までに氏名・年代・住所・電話番号・メールアドレス・
あれば所属団体・保育希望の有無を記入し都市計画課へ（ファクス、
メールでも可）。

※令和2年度の納税通知書は、6月中旬頃に国保加入世帯の世帯主宛てに送付します。

　市長は、市議会12月定例会で議会の同意
を得て、公平委員会委員に土田将司氏を選任
しました。任期は令和2年1月17日から同6年
1月16日まで。
　平成11年埼玉大学経済学部卒業。同17年司法書士登録し、あさ
ひ司法書士事務所（現土田司法書士事務所）開設。同23年行政書
士登録、現在に至る。43歳

ふるさとまちづくり応援基金
助成希望団体を募集

まちづくりタウンミーティング
問都市計画課☎922-1790Ü922-3145
　toshikeikaku@city.soka.saitama.jp

Ü



パブリックコメント　皆さんの意見を募集します

コミュニティのミライを考える

国民健康保険税の税率などを改定
問保険年金課☎922-1592Ü922-3178Ü

区 分 改定前

医療給付費分
（０歳～７４歳の人）

後期高齢者支援金分
（０歳～７４歳の人）

介護納付金分
（４０歳～６４歳の人）

所得割
均等割
限度額
所得割
均等割
限度額
所得割
均等割
限度額

7.7%
2万3800円
58万円
1.8%

6000円
19万円
1.5%

6400円
16万円

増 減改定後
-0.4%
3200円
3万円
0.5%

1800円
ー　　
0.3%

3400円
ー　　

7.3%
2万7000円
61万円
2.3%

7800円
19万円
1.8%

9800円
16万円

助成割合助成額助成回数部 門

ー

80%
60%
40%
80%
60%
40%

1回のみ

1回目
2回目
3回目
1回目
2回目
3回目

10万円以内

100万円以内
80万円以内
50万円以内
80万円以内
80万円以内
80万円以内

はじめよう部門
（初動期に対する助成）

そだてよう部門
（団体運営補助）

うごかそう部門
（まちづくり活動助成）

教育委員会委員に
　　　　　小澤尚久氏を再任

公平委員会委員に
　　　　　土田将司氏を選任

令和2年度から

国保キャラクター
健康まもるくん

①草加市地域福祉リンクプラン
②草加市人権尊重都市宣言

問市民活動センター☎920-3580Ü925-1872Ü

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年2月20号



④ 2020年2月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

ミニ情報、みんなの健康、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

　3/1㊐9時30分～16時。会場は八幡コ
ミセン。「地域のふれあい楽しいひと
とき」をテーマにした舞台発表、作品
展示、模擬店ほか。ε同コミセン☎Ü 

935-4878
Ü 

　中学生以上対象。⑥は小学生と保護
者、大人1人でも可。金額は参加費。
è2/21㊎から勤労青少年ホーム窓口へ。
☎928-5550Ü928-9632
①みんなの自彊術　3/5㊍13時20分～1 
4時50分　定員5人　100円　バスタオ
ル持参
②紙バンド工作（ロールティッシュカ
バー）　3/8㊐14時～17時　定員7人　

Ü

　市で設置している獨協大学前〈草加
松原〉駅東口、谷塚駅東口・西口の喫
煙所を3/2㊊に廃止します。上記以外
の喫煙所は継続して使用できます。ご
理解ご協力をお願いします。εくらし
安全課☎922-3642Ü922-1030Ü

　3/7㊏14時～16時。会場は獨協大学
天野貞祐記念館。講師は浦上蒼穹堂代
表の浦上満氏。江戸時代の浮世絵師・
葛飾北斎と代表作の1つ「北斎漫画」
の魅力を解説しま
す。定員5 0 0人
（当日先着順）。
ε獨協大学エクス
テンションセンタ
ー☎946-1678Ü9
46-1935

Ü

　介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。介護をしている人、していた人、
する予定の人対象。
■介護者のつどい　3/6㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ε草加
中央・稲荷（包）☎959-9133Ü922-3801
■介護者のつどい　3/11㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε川柳・新
田東部（包）☎932-7007Ü931-0993

Ü

Ü

　3/7㊏14時30分～16時。会場は市立
病院心臓・脳血管センター5階大講堂。
テーマは「子どもの発達障害とその対
応について」。講師は市立病院診療部
長兼小児科部長の長谷川毅氏。保育あ
り（5歳未満対象。定員10人）。保育
希望者は2/27㊍15時～17時までに小児
科外来へ（㊏㊐㊗を除く）。ε市立病院
小児科外来☎946-2200○内2210Ü946-2
211

○内 Ü

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■自彊術で自律神経を整えよう　3/13
㊎15時15分～16時45分。会場は中央
公民館。定員20人。バスタオル持参
■楽しい文字の読み書き　3/25㊌10時
～11時。会場は勤労福祉会館。3～5歳

Ü

　第三者からの請求で本籍入りの住民
票等を交付した場合に、住民票等に記
載されている本人に交付事実を通知す
る「本人通知制度」を実施しています。
草加市の住民基本台帳、草加市が編製
した戸籍、戸籍の附票に記載されてい
る人が対象。登録を希望する人は市民
課または各サービスセンターに本人確
認できる書類（運転免許証・保険証
等）を持参し申し込んでください。な
お、本人以外による申し込みは同世帯
の家族でも委任状が必要となります。
郵送での登録も可。詳細は市HPで確
認を。ε市民課☎922-1526Ü920-1501Ü

獨協大学前（草加松原）駅東口、
谷塚駅東口・西口の喫煙所を廃止

不正取得による権利侵害を防ぐ
住民票等の本人通知登録を

企業・事業所向け
認知症サポーター養成講座

地域包括支援センター（包）

獨協大学オープンカレッジ特別講座
世界を驚かせた北斎と「北斎漫画」

　3/8㊐10時～16時。会場は瀬崎コミ
セン・瀬崎山王公園。舞台発表・展示
・模擬店ほか。ε同コミセン☎Ü924-5300Ü

　3/4㊌14時～16時。会場は勤労福祉
会館。市内の企業や事業所を対象に、
認知症を正しく理解し、認知症の人や
その家族の応援者となる認知症サポー
ターの養成講座を開催します。è長寿
支援課へ。☎922-2862Ü922-3279Ü

市立病院子ども健康教室

生涯学習体験講座

獨協大学図書館を高校生等に開放

八幡コミセンまつり

勤労青少年ホーム　春期講座

せざきふれあい春のフェスタ

　3/31㊋までの9時～20時を高校生・
予備校生等に開放します（㊐㊗を除
く）。利用希望者は身分証明書（生徒証
等）を持参し図書館入り口へ。ε獨協
大学図書館☎946-1806

の幼児と保護者対象。定員10組。材料
費300円。文字付き短編絵本持参
■プリザーブドフラワーで飾るフォト
スタンド　3/27㊎10時～11時。会場は
新田西文化センター。小学生対象。定
員20人。材料費800円。はさみ、木工
用ボンド、新聞紙、持ち帰り用袋持参

500円　木工用ボンド持参
③美文字講座（バランスの良い大人の
文字へ変身しよう！）　3/13㊎10時30
分～12時　定員20人　300円　ノート
持参
④骨盤エクササイズ　3/17㊋10時～12
時　定員20人  200円　バスタオル持参
⑤身近な物を写そう　3/28㊏14時～16
時　定員10人　200円　カメラ・写真5
枚持参
⑥親子で姿勢教室　3/29㊐13時～15時
　定員20人　200円　バスタオル持参
⑦終活を楽しむ　3/31㊋13時30分～15
時30分   定員10人   200円 

講座名 日程 時間 定員 受講料（月額）

美文字講座
楽しい書道 13時20分～14時50分 1000円

（別途材料費）
4/3～令和3年3/12の
第1㊎　全12回 30人

書道特別講座 13時～17時
4/17～12/18の第3㊎
　全9回 20人

茶道特別講座
（表千家・裏千家）

表千家…10時～12時
裏千家…13時～16時

4/4～令和3年3/20の
第1・3㊏　各全24回

6人
15人

茶道男性専科
体験教室（裏千家）

午前の部…10時～12時
午後の部…13時～15時

5/24～12/27の第4㊐
　各全8回 各5人

初心者のための
朗読と話し方 10時～13時

4/10～令和3年3/26の
第2・4㊎　全23回 15人

歌声と
コミュニケーション 13時30分～16時

4/10～令和3年3/26の
第2・4㊎　全23回 30人

朗読中級講座 10時～12時
4/9～12/10の第2㊍
　全13回 18人

声帯トレーニング
詩吟を楽しみませんか

13時～17時4/9～令和3年3/25の
第2・4㊍　全24回 15人

謡曲を楽しむ 13時15分～14時45分
6/6～7/18の㊏　
全5回 10人

新舞踊教室 11時～12時30分7/17～10/16の
第1・3㊎　全8回

20人

はじめての
クラシックバレエ

3～5歳…
17時15分～18時4/10～令和3年3/26の

第2・4㊎　各全24回

10人

15人

いけ花講習会 11時～13時
4/8～6/24の第2・4㊌
　全6回 10人

彩のステンシル 13時30分～16時4/15～10/21の第3㊌
全5回

15人

900円

各3000円

各1500円

2000円

2000円

500円

2000円

 5回3000円

2000円

各2000円

1回2000円
（花代含む）

1500円

6歳～小学生…
18時～18時45分

対象は原則市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

情報コーナー ・定員のある催しもの等で特に指定のないものは先着順　・催しもの等の参加時は飲み物と筆記用具持参で
凡例 ε…問い合わせ先　è…申し込み　HP…ホームページ　QRコード…ウェブ・メール

夕焼けチャイム3～8月は17時28分に放送します

2月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎納税課で

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

納税は便利な口座振替で

▶固定資産税・都市計画税　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第9期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第8期
▶介護保険料（普通徴収）  第9期
3/2㊊までに最寄りの市指定金融機関・コンビニで納めてください

　主に初心者を対象にした講座を下表のとおり行います。会場は草加市文
化会館。日程等の詳細は同館HPで確認を。
è3/23㊊（必着）までに同館ほかで配布する申込用紙またははがきに、希
望の講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記入し、〒340-
0013松江1-1-5草加市文化会館「草文文化講座」係へ。

ε草加市文化会館
　☎931-9325Ü936-4690草文文化講座

　パネルや記念品などを通して、
草加市の国際姉妹都市アメリカ合
衆国カリフォルニア州カーソン市
との交流の歴史を振りかえりまし
ょう。
■日時　2/29㊏～3/6㊎（4㊌を除
　　　　く）9時～21時30分（6㊎
　　　　は15時まで）
■会場　草加市文化会館

ε文化観光課
　☎922-2403Ü922-3406Ü

記念パネル展

カーソン市姉妹都市
提携40周年
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▼スポーツウエルネス吹矢体験教室　
3/5～19の㊍13時～15時　全3回　成人
対象　定員20人　参加費500円
▼ギターソロコンサート　3/10㊋13時
30分～　「酒は涙か溜息か」ほか
▼すくすくクラブ　3/12㊍10時～11時
30分　手遊び・簡単手形ほか　乳幼児

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

定員のあるものは2/21㊎
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

会計年度任用職員
子ども教育連携教員

外国籍市民のための

小学校入学準備講座

自然観察会
　3/14㊏9時～（雨天中止）。会場は
松原団地記念公園。園内の池の魚・冬
鳥等の生物・草地等の早春の植物観察
ほか。小学生（保護者同伴）対象。定
員15組。è2/21㊎からみどり公園課へ。
☎922-1973Ü922-3145Ü

草加市体育協会（臨時職員）

子ども・親子向け

　小学校への乗り入れ授業を行うため
の中学校教員。勤務は4月～令和3年3
月で㊊～㊎8時30分～17時（予定）。
場所は市内小・中学校。教科指導、連
絡調整、校務分掌ほか。国語・社会・
数学・理科・英語・保健体育の中学校
教員免許所有または3/31㊋までに取得
見込者対象。募集は若干名。月給22万
5568円（予定）。期末手当、通勤手当、
社会保険等あり。è指定履歴書（市
HPから入手可）を子ども教育連携推
進室へ持参。☎922-3494Ü928-1178Ü

　場所は市内体育施設。18歳（高校生
不可）～69歳対象。施設等の詳細は草
加市体育協会で確認を。è2/28㊎まで
に同協会で配布している申込書（同協
会HPからも入手可）を〒340-0022瀬
崎6-3-1同協会へ。☎928-6361Ü922-1 
513

Ü

がいこくせき し みん

しょうがっこうにゅうがくじゅんびこうざ

　小学校の様子や入学準備について、
学校で必要なものの説明、書類記入の
手伝いなどを行います。小学校の説明
会に行った人は資料を持ってきてくだ
さい。給食袋なども一緒に作ります。
■日時　3/8㊐13時30分～
■場所　中央公民館
ε国際相談コーナー☎922-2970Ü927-
4955（㊗を除く㊊㊌㊎）

Ü

しょうがっこう

しょうがっこう せつめい

かい い ひと もしりょう

きゅうしょくぶくろ

にちじ

ばしょ

しゅく のぞ げつ すい きん

こくさいそうだん

ちゅうおうこうみんかん

にち じ ふん

いっしょ つく

がっこう

て  つだ おこな

ひつよう せつめい しょるいきにゅう

ようす にゅうがくじゅんび

と保護者対象
▼うたごえひろば　3/13㊎10時～12時
　参加費200円（資料・飲み物代含む）
▼のびのび広場　3/27㊎10時～11時　
季節の工作・フラダンス体験ほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　3/27㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼こころを結ぶ光のひろば　3/3㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼男の料理教室　3/7㊏10時～13時　
おもてなし料理　定員10人　参加費10
00円　
▼作った箱庭のお花見会　3/7㊏10時
～12時30分　小・中学生対象　定員13
人　参加費1000円　
▼バレエ体験講座　3/7㊏10時30分～
12時30分　3歳～小学生（未就学児保
護者同伴）対象　定員30人
▼にじいろタイム　3/13㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　未就園
児と保護者対象　定員20人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　3/13㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼ムーンライトコンサート　3/15㊐17
時開演　出演は草加中央吹奏楽団・
MNF Jazz Orchestra・草加市民吹奏楽
団　「メモリーズ・オブ・ユー」
「花」「王様のレストラン」テーマ曲
ほか　18歳以上対象　定員400人　è 

2/21㊎から整理券配布
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
3/18㊌10時～　親子友だち作り・手形
スタンプほか　乳幼児と保護者対象
▼食育講座「災害時のパッククッキン
グ」　3/19㊍10時～13時　災害時の調
理法を学ぶ　成人対象　定員20人　参
加費500円　

▼スプリングコンサート　4/12㊐14時
開演　出演は草加フィルハーモニー　
ビゼー「アルルの女」第１・2組曲ほ
か　定員400人　è2/21㊎から整理券
配布

▼すくすくクラブ　2/25㊋10時～12時
　リズム体操・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
▼歌声喫茶銀河～ひな祭りの集い～　
3/1㊐13時30分開演　伴奏はピアノ・
ハーモニカ・三味線ほか　「春の唄」
「うれしいひなまつり」ほか　参加費
500円（飲み物付）　抽選会あり
▼中高年ひきこもりの現状と処方箋－
8050問題の不安を解消するためにで
きること－　3/5㊍14時～15時30分　
講師は聖学院大学心理福祉学部客員准
教授藤田孝典氏　成人対象　定員80人
▼ららら音楽会2020　3/6㊎10時30
分～11時30分　出演はどんぐり音楽隊
　パネルシアターあり　未就学児と保
護者対象　定員80組　参加費100円
▼地域音楽のつどい　3/15㊐10時～15

時30分　谷塚中吹奏楽部、同センター
で活動する合唱・民謡・声楽等のステ
ージ発表
▼初めての味噌作り教室　3/16㊊9時
～15時　成人対象　定員10人　参加費
3000円　
▼ロビーコンサート　童謡・昭和の唄
　3/17㊋13時30分～14時30分　出演は
昭和を唄うからたちの花　ギター演奏
　3/19㊍13時30分～15時　出演は谷塚
ギターアンサンブル　「悲しい酒」
「昔の名前で出ています」ほか
▼フラワーアレンジ　3/19㊍10時30分
～12時　プリザーブドフラワー　成人
対象　定員15人　参加費2000円　
▼谷塚元気ひろば　3/23㊊13時～15時
　危機管理課による水害の話と茶話会
　65歳以上対象　定員10人　参加費10
0円　
▼子ども和太鼓体験教室　3/28㊏9時
30分～11時30分　3歳～小学4年生対
象　定員25人
▼大人の料理教室　3/28㊏9時30分～
12時30分　パン作り　成人対象　定員
8人　参加費1000円　

　“あれから50年”。昭和45年に結婚さ
れたお2人をさくら祭り会場でお祝い
します。桜が咲き誇る葛西用水で心に
残る思い出づくりをしてみませんか。
■日時　3/28㊏10時～
■会場　葛西用水（稲荷地区）

※駐車場はありません
■対象　昭和45年に結婚した市内在住

の夫婦

船上金婚式の参加ご夫婦を募集
結婚50周年を和舟でお祝い

è3/4㊌までに草加市観光協会事務局（文化観光課内）へ。
　☎922-2403Ü922-3406

　4年前とは状況が違い、ケガで苦しい状況が続きましたが、
やっぱり体操が好きだと気づきました。今は体操を楽しみ
ながら、東京2020大会出場目指して頑張ります。

東京2020出場への思いQ.

　草加に来て8年、リオ五輪の時のパレードでは多くの皆さ
んに祝福していただきました。応援してくれている人たち
に感謝し、応援を力に体操で恩返しをしていきたいです。

市民の皆さんへのメッセージQ.

　リオ五輪で金メダルを獲得した時の感動を、もう一度東
京で味わいたいです。リオ五輪では日本の状況が全然わか
らなかったので、自国開催の五輪を楽しみにしています。

東京2020出場への思いQ.

　東京2020大会では体操に熱い声援をお願いします。それ
が選手たちの力になります。東京2020大会を盛り上げてい
きましょう！

市民の皆さんへのメッセージ

■ 東京2020への思い インタビュー 
　いよいよオリンピックイヤーが到来！東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会に向け、草加市にゆかりのあるオリンピアン・パラリ
ンピアンの皆さんなどにインタビュー。
　今回は、市内に練習拠点があるコナミスポーツ体操競技部の選手の皆
さんに、東京2020オリンピック競技大会への思いや、市民の皆さんへの
メッセージをお聞きしました。

■ 山室 光史 選手 ■ 田中 佑典 選手

��������
�����東

京

155日
139日草加市の聖火リレーまで

オリンピック開幕まで

令和2年2月20日から

1989年1月17日生まれ
　好きな種目…あん馬/つり輪/平行棒
　今年の抱負…「チャレンジ」
　体操男子団体で、ロンドン五輪銀メ
ダル・リオ五輪金メダルを獲得。技術
やメンタルなど自身の経験値をフル活
用して、3度目の五輪出場を目指す。

1989年11月29日生まれ
　好きな種目…平行棒/鉄棒
　今年の抱負…「決断力と行動力」
　体操男子団体で、ロンドン五輪銀
メダル・リオ五輪金メダルを獲得。
美しい体操と丁寧な演技で、3度目と
なる夢舞台の五輪出場を目指す。

Q.



⑥ 2020年2月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

ミニ情報、みんなの健康、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

▼こぶたのしっぽ　2/26㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼ベビーマッサージ　2/27㊍、3/23㊊
10時30分～、11時20分～　3～10か月
の乳幼児と保護者対象　定員各6組　
▼読み聞かせ「バンビ」　3/2㊊・16
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　3/6㊎　マンカラ大会
3/13㊎　いずれも16時～　小学生対象
　優勝賞品・参加賞あり
▼スプリングバイオリンコンサート　
3/9㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼ABCで遊ぼう　3/16㊊15時30分～
16時30分　幼児（保護者同伴）～小学
生対象

▼おもちゃ病院　2/27㊍13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼親子で作ろう　2/28㊎　カップでお
ひなさま作り　定員10組　3/6㊎　CD
ホバークラフト作り　定員7組　いず
れも14時45分～15時　3歳～未就学児
と保護者対象
▼ふれあいひな祭り会　3/1㊐11時～
　ともだち文庫による影絵上映会　乳
幼児（保護者同伴）～高年者対象　定
員50人
▼パパも一緒のティータイム　3/7㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員6組　参加費100円　
▼マンカラで遊ぼう　3/7㊏14時～　
小学生対象　参加賞あり
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　3/16㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼将棋大会　3/20㊗13時20分～　小学
生（初級以上）～高年者対象　定員20人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　3/
21㊏10時15分～　定員20人

公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

柿木公民館 ☎931-3117

川柳文化センター ☎936-4088

新栄児童センター ☎942-9876

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

谷塚児童センター ☎925-1856

5☎946-3000 5944-3800

▼ロビー展　3/4㊌～8㊐　青少年育成
推進会によるパネル展
▼背筋ピン　子ども姿勢教室　3/8㊐
10時～11時30分　新小学1～3年生と
保護者対象　定員15組　
▼利用懇談会　3/9㊊10時～12時　社
会教育関係団体の登録・更新について、
意見交換、防災訓練の実施
▼おはなしの広場　3/13㊎・27㊎11時
15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほか
　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　3/20㊗10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼ママといっしょにおはなし会　2/24
㊡10時30分～11時　読み聞かせ・手遊
びほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　3/2㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　3/
2㊊10時～12時　手形スタンプ作り　
乳幼児と保護者対象
▼お家で簡単に作れるパン作り　3/3
㊋9時～12時　成人対象　定員12人　
材料費700円
▼外国籍市民のための日本語教室　3/
3～17の㊋10時～12時
▼放課後クラブ　3/5㊍17時～18時…
卓球　3/16㊊16時～17時…将棋　3/17
㊋17時～18時…スポーツウエルネス吹
矢　3/2～23（16を除く）の㊊16時～
17時…楽しく英語　小学生（英語は小
学4～6年生）対象　保護者同伴
▼新田西文化センター伝統芸能発表会
　3/8㊐11時30分～16時25分　同セン
ターで活動する南部神楽・新日本舞踊
・中野七頭舞・津軽三味線ほか
▼藤井輝明さん講演会「“てるちゃん
のかお”の作家が語る心の看護学」　
3/20㊗13時30分～14時45分　小学生以
上対象　定員150人
▼外国籍市民のための生活応援料理講
座　3/24㊋10時～13時　和風ハンバー
グ・ひじきと大豆の煮ものほか　外国
籍市民・外国出身者対象　定員10人　
参加費800円　
▼ユニカール体験教室　3/30㊊11時30
分～12時30分　小学生対象　定員12人
▼高年者のびのびサロン　4月～令和3
年3月の第1・3㊋（4/7、5/5、8/4・
18、11/3、令和3年1/5、3/16を除く）
13時～15時　全17回　講義・レクリエ
ーションほか　おおむね65歳以上対象
　定員60人　月額200円

▼おはなしの時間　2/26㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼認知症サポーター養成講座　3/7㊏
10時～12時　認知症についての基礎　

図書館からのお知らせ
・改修工事のため2～7月は3・4階が
利用できません。
・貸し出し返却は2階の臨時窓口で行
います。
■ビデオ上映会　2/28㊎14時～16時10
分　「ブラック・レイン」　成人対象
　定員60人（当日先着順）　会場は中
央公民館
■絵本の読み聞かせと紙芝居　3/11㊌
15時～15時30分（3歳以下対象）・18
㊌15時30分～16時（3歳以上対象）　
会場は中央公民館

■草加シルバーダンスクラブ（社交ダ
ンス）　㊍13時～15時…初級、15時～
17時…中級　中央公民館で　入会金10
00円　月額1000円　ε東☎942-0512
■合気研究所（合気道）　㊏15時～16
時…小学生　月額3000円、16時～17
時30分…中学生以上　月額4000円　草
加中で　未経験から合気道を楽しむ　
ε佐久間☎050-7114-0709
■サークルホワイト（油彩・水彩）　
㊍9時～13時　中央公民館で　絵画を
やってみたい人どなたでも歓迎　月額
2500円　ε松山☎922-9076
■ゆうな（編み物）　㊌13時～15時　
草加南ミニコミセンで　棒針・カギ針
での手編み　月額2500円（別途毛糸代
あり）　ε加村☎927-5486
■ダーウィン（柔道・スポーツ基礎）
　㊌19時～20時　草加中で　投げない
柔道　楽しく体を動かし運動神経の発
達を促す　小・中学生対象　月額2000
円　ε池田☎090-7228-8884
■女声合唱団コーロ・セフィロ1997
　㊋10時～12時　中央公民館で　入会
金1000円　月額5000円　無料体験4回
あり　ε菊池☎936-8201

■サービスコーナー（2/21 ～3/20）

定員のあるものは2/21㊎
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

▼手芸「つるしびな」　2/23㊗13時30
分～16時　幼児（保護者同伴）以上対
象
▼子ども歳時記　3/1㊐13時30分～16
時　水引を使った桃の花作り　幼児
（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　3/5㊍13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
3/8㊐10時30分～11時30分　0～2歳児
と保護者対象　定員15組
▼なかよしランチ　3/11㊌11時30分～
13時　すし作り　幼児と保護者対象　
定員15組
▼みなクル工房　3/14㊏13時30分～、
15時～　鉄粉や塩を使った簡易カイロ
作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼子ども企画　3/15㊐13時30分～15時
　子どもが企画した段ボール迷路作り
　小学生以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　3/19
㊍15時～15時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼進級おめでとうパーティー　3/27㊎
14時～15時30分　すこやかクラブの皆
さんとケーキ作りほか　小学生以上対
象　定員30人　

▼ふれあい囲碁・将棋教室　2/22㊏、
3/14㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼おもちゃ病院　2/27㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼マンカラ大会　2/27㊍15時30分～、
3/19㊍16時30分～　オセロ大会　3/5
㊍16時30分～　いずれも小学生対象
▼ふれあい切り絵教室　3/7㊏10時30
分～12時　はさみが使える幼児（保護
者同伴）～高年者対象　定員20人

▼リリアンストラップ　2/26㊌～3/6
㊎（㊋を除く）15時～　会場はコンフ
ォール松原19号棟　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　3/5～19
の㊍11時～11時30分　会場は子育て支
援センター　乳幼児と保護者対象
▼キラキラ糸で組みひも作り　3/9㊊
～23㊊（㊋を除く）15時～17時　会場
はコンフォール松原19号棟　小学生対
象
▼おもちゃ病院　3/13㊎13時30分～15
時　会場は子育て支援センター　おも
ちゃの無料修理　部品代実費　1人2点
まで
▼ベビーマッサージ　3/16㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　3～8
か月の乳児と保護者対象　定員10組　
è2/26㊌13時から電話で同館へ
▼親子体操　3/18㊌10時～、11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　2歳

定員50人
▼おもちゃの病院　3/9㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　3/12㊍10時～12
時　閉講式・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼淡水パールでネックレス作り　3/14
㊏10時～11時　成人対象　定員20人　
参加費1100円　
▼みんなでチャレンジ「フラダンス」
　3/15㊐・22㊐13時30分～15時　乳幼
児（保護者同伴）～高年者対象　
▼親子でプログラミング　3/20㊗10時
～12時　パイソンプログラムで模型自
動車を動かすほか　小学生と保護者対
象　定員15組

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

日程
小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

14時～16時9時30分～11時30分

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時、㊏13時～17時30分
（年末年始・蔵書点検日を除く）

2/21㊎、3/6㊎

2/26㊌、3/11㊌

2/27㊍、3/12㊍

2/28㊎、3/13㊎

3/4㊌・18㊌

3/5㊍・19㊍

以上の未就園児と保護者対象　各15組
　è2/21㊎13時から電話で同館へ
▼初めてのお誕生会　3/23㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
31年3月生まれ対象　定員12人　è3/2
㊊13時から電話で同館へ
▼わくわくおやつTime　3/24㊋14時
～　会場はコンフォール松原19号棟　
小学生対象　定員15人　参加費100円
　è3/3㊋12時30分から電話で同館へ

新田西文化センター ☎942-0778

（18㊌八幡北小休み）



相　談　案　内 電話のかけ間違いに注意してください。

働く

その他
女性の生き方

福祉・介護

子育て

法律・行政 ◇会場の指定がない場合は市民相談室◇予約は広聴相談課☎922-05665922-3173

■外国籍市民相談（市役所での手続き・入学手続き・生活全般）（電話・

来庁）　㊊㊌㊎9時～17時…国際相談コーナー☎922-2970　㊋㊍9時～

17時（来庁は予約制）…人権共生課☎922-0825　

    がいこくせきしみんそうだん　  しやくしょ 　　　 てつづ 　　  にゅうがくてつづ　      せいかつぜんぱん　     でんわ　

らいちょう　    げつすいきん   じ　　   　  じ　　 こくさいそうだん　　        　　　　　　　　　　　　      か もく　 じ

　　じ　 らいちょう    よやくせい　  　 じんけんきょうせいか

休 日 当 番 医

■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）　歯科…9時～12時

㈲やまと水道
東京管工機材㈱
萬設備

氷川町429-4
住吉1-14-20
長栄1-779-1-105

☎927-8519
☎927-0041
☎942-1200

2/23㊗
24㊡
3/1㊐

休日等上水道工事店
㊐㊗等の漏水・出水不良などの
水道トラブルに対応します。
受付時間：9時～17時

㊐㊗等の救急患者や負傷者の診療を行います（一次救急）。
来院前に電話で確認を（保険証持参）。※市立病院（☎946-2200）では一次救急
での診療が困難な場合や入院治療が必要な患者を受け入れます（二次救急）。

休日当番医
QRコード

2/23㊗

2/24㊡

3/1㊐

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

休日当番医の駐車場は混雑します。満車の際は民間駐車場等をご利用ください。

急病への対処・受診の必要性や緊急診療が
できる医療機関を看護師が助言
（365日24時間対応）

  ☎♯7119
　※ダイヤル回線・IP電話は
　☎048-824-4199

埼玉県救急電話相談

☎954-6401
子ども急病夜間クリニック（小児科）

■診療時間
㊊～㊎ 19時30分～22時30分
㊏㊐㊗、年末年始　
　　　 18時30分～22時30分
■場所　草加2-21-1　
市立病院心臓・脳血管センター1階

※夜間に急変した0～15歳を応急
　診療します。

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

内科

外科

松原2-4-21-101

中央2-4-11

高砂2-18-37

氷川町2105-6

栄町2-1-33 1F

長栄4-35-1

吉町3-2-47

氷川町2149-3

☎942-5300

☎924-1375

☎924-7955

☎922-8683

☎949-6112

☎942-9230

☎922-3731

☎920-6161

臼田診療所

山崎クリニック

くにのべ歯科医院

クマガイこどもクリニック

草加脳神経外科クリニック

外川歯科医院

たかぎ医院

メディクス草加クリニック

㊊…市民相談室／第1・3㊍…勤労福祉会館／第2
・4㊍…谷塚文化センター／いずれも10時～12時、
13時～15時　☎941-6111（消費労政係）
ä㊊㊌㊎10時～16時…勤労福祉会館☎048-780-20
34（セカンドキャリアセンター）

㊊～㊎9時30分～16時…消費生活センター（勤労
福祉会館内）☎941-6111（消費労政係）

ä第2㊌19時～21時…勤労青少年ホーム☎928-5550

ä専門相談員が担当　㊊～㊎10時～16時…配偶者
暴力相談支援センター☎922-35625927-4955（人
権共生課）
2/26㊌13時～16時…勤労福祉会館☎922-0825（人
権共生課）／㊊9時～16時…さいたま地方法務局越
谷支局☎966-1321
㊊～㊎（第3㊌を除く）8時30分～17時（ä他日時
は希望日1週間前まで）…市民活動センター☎920-
3580
第2㊍13時30分～16時30分…草加市社会福祉協議
会／☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税
理士会川口支部）

㊊～㊏9時～16時30分…保育ステーション☎920-
1120

育児電話相談（0歳～就学前
の子どもの育児全般）

保育ステーション育児相談
（電話・来所）

内職相談

消費生活相談（電話）

青少年のカウンセリング
（仕事・恋愛・人間関係等）

人権相談

市民活動相談（団体の会則
作成補助・助成金の活用等）

市民税務・経営相談
（前日12時までにä・来所）

配偶者等からの暴力相談

就職相談

保健師・管理栄養士が担当　㊊～㊎8時30分～17時
…保健センター☎927-1929または☎922-0200※㊋9
時30分～12時は各保育園でも育児電話相談を開設

女性の生き方なんでも相談 ä㊍、第1㊏11時～16時…草加市文化会館
☎931-9325○内 50（さわやかサロン）

ボランティア相談
（電話・来所）

㊊～㊎8時30分～17時15分…草加市社会福祉協議会ボ
ランティアセンター☎932-67725932-6779
㊎10時～15時…草加市社会福祉協議会☎932-67895932-
6779
第3㊌10時～12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（障がい福祉課）
㊊～㊏9時～17時…谷塚・瀬崎☎929-36135933-9380▽
谷塚西部☎929-00145929-5222▽草加中央・稲荷☎959-
91335922-3801▽草加西部☎946-70305942-7582▽松
原・草加東部☎932-67755932-6779▽安行☎921-21215
928-8989▽川柳・新田東部☎932-70075931-0993▽新
田☎946-05205946-0523

ふれあい福祉相談
一般相談（電話・来所）
身体障がい者援護相談
（電話・来庁）

地域包括支援センター
（高年者のこと全般）

家庭児童相談員などが担当　㊊～㊎8時30分～17時
…子育て支援センター☎944-0621

総合相談センター
（電話・来所）

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時
3/2㊊…住吉児童館☎928-5736
2/20㊍、3/4㊌・19㊍…新栄児童センター☎942-9876
2/27㊍、3/12㊍…谷塚児童センター☎925-1856
3/18㊌…氷川児童センター☎928-2341

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

弁護士による法律相談
（裁判・離婚・相続・多重債務など）

女性の法律相談（裁判・離婚など）
司法書士による相談（相続・登記など）
行政書士による相談（相続・外国人在留
帰化・金銭貸借等の書類作成など）

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）

ä㊋㊌、第1・4㊎13時20分～16時20分

ä第2㊍13時20分～16時20分
ä2/21㊎、3/5㊍9時～12時

ä第4㊍9時～12時

くらしの法律総合相談（税・労働・年金・
住宅・不動産・マンション・特許など）

第2㊎13時30分～16時

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

ä2/21㊎～3/20㊗（㊗㊡を除く）　相談は無料 　　は要予約

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・相談案内 2020年2月20日号

防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511



　応募総数1万824句の中から選ばれた受賞作品
は次のとおり（敬称略）。表彰は5月に開催予
定です。たくさんのご応募ありがとうございま
した。

　応募総数1万824句の中から選ばれた受賞作品
は次のとおり（敬称略）。表彰は5月に開催予
定です。たくさんのご応募ありがとうございま
した。

　応募総数1万824句の中から選ばれた受賞作品
は次のとおり（敬称略）。表彰は5月に開催予
定です。たくさんのご応募ありがとうございま
した。

　俳聖松尾芭蕉の「おくのほそ道」をひも解く講座。
「おくのほそ道 草加松原国際俳句大会」選者で俳人の長谷川
櫂氏を講師に迎え、俳句の視点から「おくのほそ道」を味わ
います。最終回は草加松原を舞台に吟行を行います。
■日　時　5月2日㈯、6月6日㈯、7月26日㈰、8月10日㈷

午後2時～3時30分
10月31日㈯午後1時～4時　全5回

■会　場　草加市文化会館ほか
■定　員　40人　■受講料　9100円（教材費込み）
ω2月23日㈷から草加市文化会館ほかで配布する申込用紙を
同館へ。

　俳聖松尾芭蕉の「おくのほそ道」をひも解く講座。
「おくのほそ道 草加松原国際俳句大会」選者で俳人の長谷川
櫂氏を講師に迎え、俳句の視点から「おくのほそ道」を味わ
います。最終回は草加松原を舞台に吟行を行います。
■日　時　5月2日㈯、6月6日㈯、7月26日㈰、8月10日㈷

午後2時～3時30分
10月31日㈯午後1時～4時　全5回

■会　場　草加市文化会館ほか
■定　員　40人　■受講料　9100円（教材費込み）
ω2月23日㈷から草加市文化会館ほかで配布する申込用紙を
同館へ。

　俳聖松尾芭蕉の「おくのほそ道」をひも解く講座。
「おくのほそ道 草加松原国際俳句大会」選者で俳人の長谷川
櫂氏を講師に迎え、俳句の視点から「おくのほそ道」を味わ
います。最終回は草加松原を舞台に吟行を行います。
■日　時　5月2日㈯、6月6日㈯、7月26日㈰、8月10日㈷

午後2時～3時30分
10月31日㈯午後1時～4時　全5回

■会　場　草加市文化会館ほか
■定　員　40人　■受講料　9100円（教材費込み）
ω2月23日㈷から草加市文化会館ほかで配布する申込用紙を
同館へ。 　東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会に向けて邦楽・和楽器の素晴らしさを草加
から発信しようと平成28年から始まった「日本
の響…草加の陣」。フィナーレでは中村明一作
曲の「日本の響…草加の陣」のオリジナル曲
「空-sola-」を出演者全員で合奏。
草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

■日時　7月4日㈯午後2時開演
■会場　草加市文化会館
■チケット　2月22日㈯午前10時から草加市文
化会館ほかプレイガイドへ。S席5500円　A席
4000円　B席3000円（全席指定、未就学児入場
不可）

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会に向けて邦楽・和楽器の素晴らしさを草加
から発信しようと平成28年から始まった「日本
の響…草加の陣」。フィナーレでは中村明一作
曲の「日本の響…草加の陣」のオリジナル曲
「空-sola-」を出演者全員で合奏。
問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690
■日時　7月4日㈯午後2時開演
■会場　草加市文化会館
■チケット　2月22日㈯午前10時から草加市文
化会館ほかプレイガイドへ。S席5500円　A席
4000円　B席3000円（全席指定、未就学児入場
不可）

2月かどまちごとでき
　1日、中央公民館で小惑星探査機
「はやぶさ2」ミッションマネジャ
ーの吉川真さんによる講演が行われ
ました。ミッション成功に向け失敗
する経験の大切さや様々な挑戦など、
関係者しか知ることのできない貴重
な話に子どもから大人まで目を輝か
せながら聞き入っていました。

Ü問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」を世界へ発信国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」を世界へ発信

日本語俳句外国語俳句（英・仏語）

ミッションの様子を動画で紹介

長谷川櫂氏

模型を使って解説

中村明一（尺八）/
FOREST

（邦楽バンド）

太鼓芸能集団 鼓童
（和太鼓）

木乃下真市
（津軽三味線）

伊藤多喜雄（民謡）

豊竹呂太夫
（文楽太夫）

田中隆文
（邦楽ジャーナル

編集長）
山田邦子
（タレント）

草加松原でよむ「おくのほそ道」
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の
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奥の細道
サミット賞

受講者
募集

俳句の奥深さを体験！

Ü問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

邦楽・和楽器の祭典いよいよファイナル

司会

おくのほそ道おくのほそ道 国際俳句大会

その他の受賞作品は
市ホームページ（QRコード）
から確認できます。

受賞作品
発表

noon hunting
following me up the hill
a hawk's shadow
（真昼の狩
丘の上まで私について来る
一羽の鷹の影）

ナイジェリア　Anthony Itopa Obaro

大賞草加
市長賞

full moon
1/2 for you
1/2 for me
（満月、あなた半分、私に半分）

北マケドニア　Pere Risteski

特別賞草加市
文化協会賞

incendie du coucher ‒
le pinède rafraîchi
par la lune
（夕焼の松原月の光に冷やさるる）

ルーマニア　arcadiana

特別賞奥の細道
紀行330周年
記念賞

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題・できごとまちかど2020年２月20日号

市の人口　令和2年2月1日現在　24万9598人（男12万6363人・女12万3235人）/前月比47人減/世帯数11万8195世帯
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